
【写真】■上左／学校総合体育大会埼玉県大会男子バレ－ボール部（本
庄市総合運動公園体育館 7.24）「やりきった男バレ！」■上右／学校総
合体育大会埼玉県大会女子バレ－ボール部（本庄市総合運動公園体育館
7.25）「この一瞬に悔いなし！」■２段目左／学校総合体育大会埼玉県大
会柔道部（上尾市・県立武道館 7.26）「来年度は関東へ！」■ 2･3 段目
右／吹奏楽コンクール西部地区大会吹奏楽部（所沢市民文化センターミ
ューズ 8.3）「たまらない緊張感でした･･･」■３段目左／富士見市中高
生美術展美術部（キラリ☆ふじみ）「想いのこもった作品です！」■下
左／関東中学校体操競技大会・隈川実里選手（ALSOK ぐんま総合スポ
ーツセンター 8.5）「跳んで！廻って！走って！･･･がんばりました！」
■ 4･5 段目右／全国中学校陸上競技大会・川上風花選手（茨城県ひたち
なか市笠松運動公園 8.19）「陸上が楽しい！充実した毎日でした！」
台中生諸君！ベストを尽くせた夏休みだったか！２学期も仲間と共に

がんばろう！ ただただベストを尽くす毎日を積み重ねよう･･･！
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コロナ禍での日常、異例ずくめの TOKYO オリパラ、ここに
来ての夏休みの延長･･･。少し想起しただけでも様々なことがフ
ィードバックする 2021 の夏だ。580 人の台中生にとっても、学
習への取組、お稽古事、部活、オリパラの感動等、何か心に引っ
かかるものがある夏休みになったのではないだろうか。私もこの
夏、感染予防に万全を期しながらも、校長冥利に尽きるひと時を
過ごさせてもらった。生徒のみなさんに本当に感謝する･･･。
■７月中旬から下旬にかけて、学校総合体育大会埼玉県大会が

県内各地で開催された（右詳細）。特に 7/24･25･26 の３日間は陸
上部、男女バレー部、柔道部の大会が集中する日となった。 ▼ 7/24
陸上部。通信陸上で女子砲丸チャンピオンとなった川上さんを筆
頭に 15 人もの選手が出場した。みんな自己ベストを目指して力
を尽くしていた。特に３年生は自分の３年間の総決算である。必
然的に力が入る。女子砲丸川上選手は見事優勝。全国標準記録も
突破し、関東・全国大会出場を決めた。１年生の宍戸君も走幅跳
10 位という好成績で次への希望を膨らませた。蒸し暑い熊谷の
風が妙にさわやかに感じたひとときだった。 ▼ 7/24 男子バレー
ボール部。この日の午後、本庄市で男バレの県大会１回戦が行わ
れた。入間東部大会から乗りに乗っている男バレ。県大会の晴れ
舞台でもその力を十分に発揮した。相手チームは平均身長が
170cm もある強豪チーム。それでも怯まず挑んだ。「元気と声の
大きさは全国レベル」の男バレ、負けていても負けている雰囲気
がまったく感じられなかった。試合終了後の選手たちの笑顔は「や
りきった！」、そんなオーラが全体を包み込んでいた。 ▼ 7/25 女
子バレーボール部。本庄市での県大会。前評判の高い熊谷荒川中
と１回戦から激突する。連続で県大会に出場する女バレの選手は、
勝敗はもとよりそれ以上に大切なものを理解しているようだっ
た。相手から弾かれる１球を地球の果てまでも追いかける。１ポ
イントの得点を全選手で共有し、１ポイントの失点を全選手で励
まし合う。台中が追求する全員バレーの理念がしっかりと形に現
れている。惜敗ではあったが、試合後の涙は充実感から溢れ出る
満足の涙に違いない。 ▼ 7/26 柔道部団体戦。県大会常連の柔道
部、「今年は関東！」を合い言葉に毎日の努力を重ねてきた。敗
者復活から、念願叶っての関東大会代表決定戦、激戦だった。５
人が終わっての２勝２敗１分のイーブン、延長戦までもつれ込む、
結果は･･･。本当に残念だが、関東大会出場は来年度の宿題とな
った。試合後、選手に声をかけられなかった。「悔しければ泣け
ばいい」。この悔しさは必ず次へのバネになる･･･。各会場を回り
この３日間の移動距離は約 500kmとなった。
■運動部だけではない。夏休み文化部の生徒だってしっかりと

アオハルをしている。 ▼ 8/3 吹奏楽部の西部地区大会が所沢
MUSE で行われた。昨年度大きな大会が中止になるなかで２年振
りに行われる大会、部員にとってははじめてと言っていい大ホー
ルでのコンクールだ。当然緊張はする。演奏前の表情は固い。し
かしながら演奏が開始されると、部員の息が合った伸びのある演
奏、曲想もよく個々の音色のバランスがよかった。一人じゃない。
みんなで支え合って演奏してきた成果なのだと思う。結果「銅賞」
に輝きみんなで賞状を手にすることができた。 ▼市内の美術展も
８月上旬に「キラリ☆ふじみ」で開催された。美術部の作品を中
心に気持ちのこもった作品が多く出品されていた。絵や美術作品
には、その人の想いや考え等が多く反映されるという･･･。その
ような側面では、生徒の素直な気持ちが表現された作品が多かっ
たように思う。いまのコロナ禍の影響が反映された作品も少なく
はなかったと感じられた。運動でも芸術でも、自分の想いや考え
を表現することは、将来においてとても大切になってくる。どん
な形であれ、主体的に自己表現できる力をはぐくんでほしい。
■旅は広がる･･･。8/5 群馬県高崎市において体操競技関東大会

（次へつづく→）

が開催された。本校からも２年生隈川実里選手が出場し高崎まで足を運んだが、アリーナに入場することはできなかった（各大会とも感染拡
大防止対応が定着し、私自身も２週間前からの体調の記録、生活記録、検査による陰性証明等をその都度提出した。それでも保護者１名、引
率顧問１名等の基準があり入場できない会場もあった）。入場できないのは承知をしていたので、隈川さんがアリーナに入場する前に応援の
ひと言をかけることができた。緊張に押しつぶされそうだったが、最後に一つ一つの技を指先まで確認する所作や全身に気合いを入れる姿は、
とてもりりしく輝いて見えた。個人総合 10 位という大変惜しい（９位から全国）成績であったが、この経験は隈川さんの自信につながるの
だと思う。本当によくがんばった。
■陸上女子砲丸投の川上風花選手は、8/7 関東大会（熊谷市）・8/19 全国大会（茨城県ひたちなか市）に出場した。関東大会は 12m80 とい

う記録で第４位という好成績、それも最後の投てきでその日のベストが出るという粘り強さ、全国大会につながる関東大会であったと思う。
そして、全国大会･･･。茨城県ひたちなか市笠松運動公園に強豪が集う。順位よりも記録･･･中学校陸上競技の集大成として川上さんには 13m
を投げるという目標がある。実現に向けての自分との戦いだ。短縮開催となり、全選手がいきなりの決勝、投てきも３回と削られてしまった
なか、黙々と練習をこなす。いつも「調子はどう？」と問いかけると「大丈夫です！」と答える川上さんだが、いつもより少しぎこちなく緊
張感が顔を出す。そんななかでの３回の投てきへの挑戦、３回目この日のベスト 12m72 の記録を出すことができた。全国 15 位の好記録！全
国の 15番目･･･これは誇れる記録であり経験である。今後の自分の宝物にしてほしい。本当にお疲れ様･･･。
■私は校長の特権？により、みんなのがんばりを間近で観ることができたが･･･。すべての会場において熱く深い愛情を感じることができ

た。保護者の皆様の子供への支えだ。生徒の全力を基盤から支援する家族の支え。これがあってこそ生徒が安心して力を尽くすことができる
ことを、改めて感じさせていただく機会となった。台中生を愛し支えるすべてのご家族の皆様に、改めて感謝申し上げます。ありがとうござ
います。■同時に手前味噌ではあるが、ここまで生徒に寄り添い時間や場所等の物理的環境、毎日の練習のなかでの精神的な環境を共有し、
生徒と共に歩んでくれている先生方にも感謝を伝えたい･･･。
■ 2021 夏･･･不要不急の移動ではないと判断し、生徒の活動等の場に足を運ばせてもらった。生徒を励まし応援する目的だったが、すべて

においてこちらが「元気」と「勇気」と「安心」をもらったような気がする。生徒の底力！生徒とシンクロする先生方の姿勢！お子さんを支
える家族の愛情！そのすべてから･･･。何度も心が揺さぶられ、「暑く」とも「熱く」なったひと夏だった。
台中生諸君！夏休みは充実したか？チャージしたエネルギーを⒉学期にしっかりと発揮してくれ･･･。さあ、⒉学期だ！ちなみにこの６日

間の移動距離は 1200kmをはるかに超えた･･･その道のりもまた楽しいものとなった。想いをつなぐ夏休み･･･ありがとう！

令和３年度１０月の行事予定
日 曜 活動内容等 16 土
1 金 開校記念日 木①～⑤ 生徒会選挙 17 日

2 土 地区大会 18 月 入間東部班学力調査（３年）
3 日 地区大会予備日 19 火
4 月 20 水
5 火 2年校外学習 相模湖ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾌｫﾚｽﾄ 21 木 ふれあいデー
6 水 総合集金日 22 金 埼玉駅伝市内予選

7 木 生徒会任命式 部活動停止 23 土
8 金 新人県大会（陸上） 24 日
9 土 新人県大会（陸上） 25 月
10 日 26 火
11 月 振替休業日 27 水 合唱コンクール

12 火 月①②③④⑤金② 28 木 人権教育講演会⑤（１年生）
13 水 水①②③④金③④ 29 金 45分×④ 三者面談（～11/5）
14 木 中間テスト①下校指導 30 土
15 金 中間テスト②下校指導 31 日

令和３年度学校総合体育大会埼玉県大会等総括

■女子砲丸投 川上 風花
全国大会 15位 12m72
関東大会 ４位 12m80
埼玉県大会 優勝 12m92

■女子体操競技 隈川 実里
関東大会（個人総合） 10位
埼玉県大会（個人総合） ５位

■柔道部
団体戦／関東代表決定戦進出・最終決定戦

惜敗 2勝3敗1分 対川口西中
個人戦／-60：田里伊吹喜B16 -81：蛯沢太陽 5位

-90：髙橋暖貴 5位 -90：吉本大輝B16
□無念の惜敗、次に期待･･･

-50：葛西太楼 -55：葛西颯太郎
+90：岸田唯希

■陸上競技部
走幅跳：宍戸謙仁 10位 走幅跳：花谷なな実 12位
走高跳：弓削亜里沙 13位 伊地知春捺 16位
□やりきった・惜敗/／

100m：田中琉愛 半澤結希 石井里花 村井茉央
200m：大曽根玲 砲丸投：宮奈凜
100m：福井崇斗 走幅跳：中川智貴

■男子バレーボール部
県大会への挑戦・惜敗／

0対 2（8-25 20-25） 対吉川南中

■女子バレーボール部
点数以上の好ゲームだった・惜敗

0対 2（15-25 12-25）対熊谷荒川中
■女子卓球（個人出場）
□栄光は明日に･惜敗／神保琴美 池田明日香
■吹奏楽部／ ♫心に響く音色でした♪
□吹奏楽コンクール西部地区大会／銅賞

＊県大会等の結果はﾍﾞｽﾄ16（B16）以上を表記します。

感染拡大防止による学校の方向性
（分散登校･緊急事態宣言下を中心に･･･）

９月10日までの分散登校と、学校における感染拡大防止も更に丁寧に推進していか
なくてはなりません。国･県･市からの通知には「一層の感染症対策の徹底を図りつつ、
中止等の一律な対応を取らずに学校教育活動を継続する」とあります。昨年度の状況
を振り返っても、生徒に対する学校教育の重要性は特別なものがあると考えています。
保護者の皆様においても、感染の環境が変化するなかご心配も多いと思います。そ

の不安を払拭することはできませんが、以下に分散登校中の対応概要についてお知ら
せします。どのような対応を講じても100%の防止は難しく、その実効についてもご
意見をいただくところですが、生徒にとっての学校への想いを進めてまいります。
■感染拡大防止策の基本行動（マスク、距離、手洗い、消毒等）の徹底
■健康観察の徹底（体調不良時の自粛の徹底、家庭での検温徹底のご協力、昇降口
での健康観察等）
■授業における防止策の徹底（保体／指導内容によるマスク着用、音楽／歌唱中止、
英語／英歌中止、理科／実験中止、家庭／調理中止等々）

■給食／給食着の使い回しの中止、使い捨て手袋着用による配膳、黙食の徹底
■落ち着いた学校生活の徹底／ソーシャルディスタンスの更なる意識、大声の自粛
■登下校の密の回避
２学期には多くの行事が計画されています。学校が学校である裏付けは行事であり、

集団活動等であることは言うまでもありません。基本的に学校行事は実施して行きま
す。しかしながら緊急事態宣言下であると規制も多くなってきますので、中止・延期
等を含めて再考していきます。
■体育祭 □期日の延期／ 9/18(土)、宣言解除後と想定して

□プログラムの変更／演舞の中止、応援パフォーマンス３年のみ
□練習日程の削減、感染防止の強化
□保護者参観／３年生保護者各家庭１名のみ

■校外学習 □２年生／10/5(火）相模湖ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾌｫﾚｽﾄ 修学旅行事前学習
□３年生／ （何とか実施したい･･･？） 台中での最後の校外学習

■新人体育大会（部活動新人戦） □いま現在は予定通り開催予定
■合唱コンクール 10/27(水） □感染防止を含めた練習の工夫等により実施
■修学旅行 12/19(日)～21(火)
□学校・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ・宿舎・京都市等と連携した感染拡大防止対策による実施

基本的には緊急事態宣言下ということでなければ、前へ進もうと思っています。そ
の時の状況でできる範囲のことを全力で実行していこうと考えています。その時々の
対応についてはその都度この『とのやまSpirits』等でお知らせいたします。保護者の
皆様にも様々なご心配等があるかと存じますので、遠慮なさらずに校長･堀川までご相
談ください。２学期も本校教育活動へのご理解・ご協力をお願いいたします。

みんなの笑顔が･･･GIGA環境／タブレットPCの活用
夏休みの延長期間、みんなの様子

を確かめたくて、PC によるリモー
ト学活を実施した。画面上にみんな
の笑顔が弾ける。夏休み延長＋分散
登校と不安を感じる生徒が多いな
か、先生の笑顔を見ながらの学活は、
生徒一人一人に安心感を与えつつ、
情報を確かなものとしていた。
リモートでの家庭学習にはあまり

使いたくはないが（登校できないと
言うことだから･･･）、今後とも PC
の機能性を活かした学習指導は積極
的に展開していきたい。


